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「本の日」実行委員会の設立趣旨
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11月1日の「本の日」の認定を受け、

その日を中心に、全国の書店へ足を運んでいただき、

各書店の魅力を発信し優良な顧客基盤を築き上げ、

書店ごとのコミュニティを作っていただく契機となるよう、

書店の現状や存在意義の周知を図るため、

『「本の日」実行委員会』を設立する。

1. 「本の日」実行委員会は、全国の書店・書店会で構成し、一部の書店・

書店会に限定せず、設立後も幅広く参加を呼びかける。

2.キャンペーンスローガンは『11月1日は「本の日」』『「本の日」は本屋の日』

『11月1日は本屋へ行こう！』

3.ブックフェアやイベント他、書店の来客・販売促進に寄与し、「本の日」趣旨

に賛同した各種キャンペーンが全国の書店で展開されるよう、普及活動に

努める。

4.出版社様、販売会社様、関係団体様にも広く働きかけ、出版業界を挙

げた恒例行事として認知され、定着することを目指す。

2021年キャンペーン事業展開期間 2021年10月1日～11月30日



「本の日」～昨年の実施内容
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■昨年実施内容

１.図書カードプレゼントキャンペーン（協賛:日本図書普及）

期間中、読者が店頭掲示ポスターのQRコードを読み取って申し
込むと抽選で図書カードNEXTネットギフトが当たる。

２.ギフトブック・キャンペーン
株式会社文化通信社との協賛。著名人がお薦めする本を紹介
した「ギフトブック・カタログ」を書店店頭で頒布し、クリスマス・年末
年始のギフトシーズンにあわせて「本を贈る」習慣を提案した。

３.広報施策
書店や出版社様の企画、フェア告知は統一フォーマットにまとめて
提供。店頭での取組みはHP、SNSから発信してお客様の認知
に繋げる。

■昨年の方針

１.社会情勢を考慮した企画の絞り込み
・新型コロナウイルス感染症の影響も未だ払拭し切れていない現状を考慮

して、店頭集客型の企画は自粛。主なキャンペーン活動は図書カード

プレゼント、ギフトブック・キャンペーンの2つに絞って展開する。

２.関係団体後援による業界を挙げた周知活動
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図書カードプレゼントキャンペーン（昨年実施内容）

内容：11月1日(日)～11日(水)の期間中、ご来店のお客様に

図書カードが当たるキャンペーン

対象：全国書店（図書カード取扱店）

店頭用ポスター、ミニチラシ等を送付

応募：送付ポスター記載のQRコード読み取り

賞品：｢図書カードNEXTネットギフト｣

（1等5千円分×100名様、2等5百円分×3千名様）

協賛：日本図書普及株式会社

応募総数：33,214名(前年19,020名、前年比174.6％)

※日本雑誌協会様を通じ、出版社26社83誌より広告ページを提供

いただきました。 昨年の事例
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出 版 社 名 雑 誌 名 出 版 社 名 雑 誌 名

 秋田書店  月刊少年チャンピオン 11月号  光文社  女性自身 11月17日号

 月刊プリンセス 11月号  ＪＴＢパブリッシング  時刻表 10月号

 別冊少年チャンピオン 11月号  時刻表 11月号

 週刊少年チャンピオン 48号  ノジュール 11月号

 宙出版  ハニィロマンス 11月号増刊  ジェイ・リサーチ出版  ゼロからスタートEnglish vol.63

 私たちの人生片づけ 2020 AUTUMN  集英社  別冊マーガレット 11月号

 恋愛白書パステル 12月号  ウルトラジャンプ 11月号

 学研プラス  ナンパラ 11・12月号  マーガレット 22号

 最強のりものヒーローズ 11月号  Ｖジャンプ 12月号

 超難問ナンプレ&頭脳全開数理パズル  グランドジャンプ 22号

 11・12月号  オフィスユー 12月号

 大きな字の漢字ナンクロ 11月号  週刊少年ジャンプ 47号

 KADOKAWA  ダ・ヴィンチ 11月号  ココハナ 12月号

 コミックビーム 11月号  ヤングジャンプ 48号

 少年エース 12月号  ジャンプSQ  12月号

 コミックアライブ 12月号  りぼん  12月号

 河出書房新社  文藝 冬季号  主婦の友社  Ray 12月号

 講談社  週刊現代 11月7日号  ゆうゆう 12月号

 光文社  ＣＬＡＳＳＹ 12月号  小学館  美的 11月号

 Ｍａｒｔ 12月号  Ｏｇｇｉ 11月号

 ＳＴＯＲＹ 12月号  Ｐｒｅｃｉｏｕｓ 11月号

　　　　  　 　　 「本の日」図書カードプレゼント企画 PR広告掲載誌一覧
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出 版 社 名 雑 誌 名 出 版 社 名 雑 誌 名

 小学館  プチコミック 11月号  日本スポーツ企画出版社  サッカーダイジェスト 10月22日号

 サライ 11月号  ダンクシュート 12月号

 ゲッサン 11月号  日本文芸社  週刊漫画ゴラク 11月13日号

 ベツコミ 11月号  マガジンハウス  anan 2223号

 週刊スピリッツ 47号  白泉社  ヤングアニマル 21号

 本の窓 11月号  ＬａＬａ 12月号

 ビッグコミックオリジナル 21号  メロディ 12月号

 ビッグコミックスペリオール 22号  月刊ＭＯＥ 12月号

 Ｃｈｅｅｓｅ! 12月号  花とゆめ 23号

 月刊！スピリッツ 12月号  Ｋｏｄｏｍｏｅ 12月号

 新潮社  週刊新潮 11月12日号  扶桑社  ＥＳＳＥ 12月号

 世界文化社  Ｂｅｇｉｎ 12月号  ＳＰＡ！ 11月10日号

 ダイヤモンド社  DIAMONDﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾚﾋﾞｭｰ  双葉社  JOUR　すてきな主婦たち　11月号

 11月号  月刊まんがタウン　11月号

 ダイヤモンド・ＺＡｉ 12月号  漫画アクション 10月20日号

 TV station 関東版 10月31日号  月刊アクション 12月号

 TV station 関西版 10月31日号  週刊大衆 11月9日号

 週刊ダイヤモンド 11月7日号  小説推理 12月号

 東洋経済新報社  週刊東洋経済 10月31日号  文藝春秋  週刊文春 11月5日号

 日経ＢＰ  日経トレンディ 11月号  リイド社  コミック乱 12月号

 日経ＷＯＭＡＮ 11月号  ワン・パブリッシング  ＧｅｔＮａｖｉ 11月号

 日本スポーツ企画出版  ワールドサッカーダイジェスト 11月5日号  ムー 11月号



8

ギフトブック・キャンペーン（昨年実施内容）
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ギフトブック・キャンペーン（結果一覧）

・実施期間：11月1日～12月31日

・参加店舗：1,500店

・ギフトBOOKカタログ製作数：20万部

・参加著名人：34名

・プレゼント協賛企業：29社

・プレゼント総数：2,360品（Wチャンス含む）

・プレゼント応募総数：187,350通

・参加書店（１部紹介）

紀伊国屋書店、丸善ジュンク堂、有隣堂、三省堂書店、TSUTAYA、

三洋堂書店、未来屋書店、宮脇書店、くまざわ書店、大垣書店、

日本出版販売グループ書店、トーハングループ書店など
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ギフトブック・キャンペーン（製作物）
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ギフトブック・キャンペーン（製作物）
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ギフトブック・キャンペーン（書店事例）
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ギフトブック・キャンペーン（書店事例）
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ギフトブック・キャンペーン（書店事例）
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ギフトブック・キャンペーン（プレゼント企画）

実施期間中（11月1日～12月31日）、参加書店で1,000円以上

ご購入で、プレゼント（総計2,360品）が当たるキャンペーンを実施。

全国より187,350通の応募があった
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ギフトブック・キャンペーン（SNS,メディア発信）
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No. 社 名 No. 社 名 No. 社 名 No. 団 体 名

1 秋田書店 27 JTBパブリッシング 53 東京創元社 1 書店新風会

2 明日香出版社 28 ジェイ・リサーチ出版 54 童心社 2 YA(ヤングアダルト)出版会

3 アスコム 29 集英社 55 東洋館出版社 書 店 名

4 家の光協会 30 秀和システム 56 永岡書店 1 蔦屋書店

5 池田書店 31 主婦と生活社 57 ナツメ社 2 東京堂

6 一迅社 32 主婦の友社 58 日経BPマーケティング 3 未来屋書店

7 岩波書店 33 小学館 59 日本実業出版社

8 インプレス 34 祥伝社 60 日本能率協会マネジメントセンター

9 WAVE出版 35 晶文社 61 白泉社

10 NHK出版 36 昭文社 62 早川書房

11 旺文社 37 神宮館 63 フォレスト出版

12 オーム社 38 新興出版社啓林館 64 福音館書店

13 学研プラス 39 新星出版社 65 扶桑社

14 KADOKAWA 40 新潮社 66 双葉社

15 角川春樹事務所 41 数研出版 67 二見書房

16 河出書房新社 42 すばる舎 68 フレーベル館

17 かんき出版 43 静山社 69 文英堂

18 金の星社 44 西東社 70 文芸社

19 くもん出版 45 誠文堂新光社 71 文藝春秋

20 暮しの手帖社 46 世界文化社 72 ベースボール・マガジン社

21 京阪神エルマガジン社 47 草思社 73 ベレ出版

22 講談社 48 SBクリエイティブ 74 ポプラ社

23 幸福の科学出版 49 ダイヤモンド社 75 ほるぷ出版

24 光文社 50 淡交社 76 毎日新聞出版

25 コスミック出版 51 筑摩書房 77 マガジンハウス

26 サンクチュアリ・パブリッシング 52 中央経済社ホールディングス

「 本 の 日 」 キ ャ ン ペ ー ン 協 賛 出 版 社 ・ 団 体 ・ 書 店



「本の日」～今年度方針

１．アフターコロナを見据えたキャンペーン展開

昨年好評であった来店購入者プレゼント企画を充実させ、

書店主導イベントへの奨励金、ブックカバー大賞などの

企画を復活。リモートでの展開や、デジタルの活用など、

コロナ禍の先を見据えた積極的なキャンペーン活動を

展開する。

２．関係団体後援による業界を挙げた周知活動
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2021年度組織図
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図書カードプレゼントキャンペーン

期間中、書店に行くと図書カードが当たるキャンペーン。

今回、日書連「秋の読者還元祭」との合同実施によって

参加書店数の倍増を目指す(賞品総額500万円を想定)。

対象：全国書店（組合加盟書店、図書カード取扱店）

応募：読者が店頭の掲示ポスター、配布しおり記載の

QRコードから応募する。

期間：10月27日～11月11日(仮)。

賞品：｢図書ｶｰﾄﾞNEXT ﾈｯﾄｷﾞﾌﾄ｣500円×1万名(予定)

協賛：日本図書普及株式会社

＊出版社様には自社広告内でのPR協力をお願いします。 昨年の事例
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「本の日」ブックカバー大賞

内容：｢本の日｣にあわせてブックカバーデザインを一般公募。

大賞作品は文庫用ブックカバーにして、11月1日より

全国の参加書店で配布

今年度のテーマは「読書が楽しくなるブックカバー」です。

ブックカバーデザイン応募期間：8月1日～9月20日

大賞発表：2021年10月27日（水）予定

選考方法：参加書店からの投票＋審査委員選考

書店参加申込：2021年７月1日～29日まで 専用サイトにて

(先着300店舗に3,000円の補助有)

＊出版社様には自社広告内でのPR協力をお願いします。

2019年度ブックカバー大賞 『本の木』
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「本の日」イベント助成金獲得企画

内容：「本の日」キャンペーン期間中の来店促進、

キャンペーン認知UPを目的としたイベントを助成します。

オンラインを活用したイベントも対象です。

イベント対象期間：2021年10月1日(金)～11月30日(火)

助成金：１店舗５万円（上限）

受付期間：2021年8月2日(月)～31日(火)

受付方法：規定の申込書を提出。事前審査があります。

12月12日(日)までに事後報告書、イベント報告書を提出。

確認後に助成金を振込み。
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協賛企画

ねらい：企業協賛キャンペーンによる

書店店頭の活性化。

・書店を含む地域全体の活性化。

・協賛先へのメリット創出

（新規顧客創出･アンケート情報取得等)。

2019年度はハウス食品様の協賛で、テストケースとしてレトルト

カレーの配布を実施、好評をいただきました。

昨年はコロナ禍で思うような活動が叶いませんでしたが、

2021年度は新たな企画の実施に向けて鋭意検討中です。
2019年度事例



広報施策

更なる認知度の向上を目指し、ターゲットを明確にしてＨＰ・

Twitter・ＳＮＳ等から情報を発信

（１）書店への認知

書店参加メリットのPR、業界紙からの発信。

（２）お客様への認知

プレゼントキャンペーン、ＢＯＯＫカバー大賞の認知、応募数増加

（３）11月1日周辺にて「本の日」イベントの実施を検討。
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出版社様お願い事項

（１）キャンペーン期間（10/1[金]～11/30[火]）での

有力新刊・販促施策の投入、「本の日」連動販促

（２）各施策における「本の日」ロゴの掲載（企画書･拡材･広告等）

（３）自社媒体におけるキャンペーン告知

図書カードプレゼントキャンペーン、ブックカバー大賞等

（４）実行委員会への販促情報リリース

（５）協賛金のご協力
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「本の日」
2021年度説明会

「本の日」実行委員会



「本の日」2021年度説明会

お問い合わせ、ご質問は・・・

ご清聴ありがとうございました。

事務局：日本書店商業組合連合会
電話 ０３ー３２９４ー０３８８
担当 小沢


